
２月４日 第２５１０回

□点 鐘

□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリーの目的：宮本会員

□会員数：３５名 □出席者：２８名

□欠席者： ４名 □免除者： ３名

□メイク： ０名 □出席率：８８．２４％

□会員誕生日 …金澤、三好

□結婚記念日 …鴨宮、円山

□配偶者誕生日…小坂、夜船、荒谷、福本

□事業所創立 …荒谷、土居、福本

□年賀状 …福本、三好

幹事 井上 盛文

・竹原青年会議所新春互礼会御礼

・クマヒラ様より抜粋のつづり

・例会終了後定例理事会開催

・2月7日(日)バンブー公園：竹原ロードレース大会

ぜんざいサービス。集合時間8時30分、クラブジャ

ンバー・帽子・エプロン・マスク等各自持参。

駐車許可証の掲示。

会長 久藤 孝仁

今月各記念日を迎えられました皆様、おめでとうご

ざいます。健康に気を付けられて益々のご繁栄をお

祈り申し上げます。

さて、今月は平和と紛争予防/紛争解決月間です。

そのことを思っている時に、テレビで「不都合な真

実」2006年上映の映画を少し見ました。アメリカの

前副大統領アル・ゴア氏主演の環境に関する映画で

す。膨大な資料を基に、地球の環境、特にCO2濃度

の上昇により、気温の上昇、海流の変化、異常気象

（局地的豪雨、反して局地的な砂漠化）等々です。

それにより干ばつや飢餓と言った現象に伴う弱い立

場にある国の内紛や戦争への危惧も拡大する恐れが

ある事との警鐘を鳴らし物議を唱えていました。環

境を考え個人のエコ運動だけでは解決の道のりは遠

く、個人より政治の問題であるようです。

しかし、環境問題を考えエコドライブやリサイクル、

省エネ家電の推進等、可能な措置は必要ではないか、

小さな努力が紛争予防の解決には遠く及ばないにし

ても意識を持つことは必要ではないでしょうか。我々

ロータリアンは、ポリオ撲滅、水保全、識字率の向

上などなど、ロータリーの奉仕活動を通して少しで

も紛争予防が出来ることを多いに期待しております。

皆さんもご存知だと思いますが、ゴア氏はこの映画

を機にノーベル平和賞（人為的気象変動について問

題を広く知らしめ、気象変動防止に必要な措置への

基盤を築く努力をした）を受賞されたそうです。

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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□次年度幹事 宮本 和彦

次年度の委員会構成につきまして次年度理事会で

承認を頂きましたのでご報告致します。

２月 荒谷 隆文会員

会員 金澤 節生

私は昭和8年2月3日に生ま

れ昨日で83才になりまし

た。私が生まれた朝、雪

が三寸積もっていたとお

ばあさんから聞いており

ます。

1月25日この辺りでは2セ

ンチほどの積雪でしたが他の地域では記録的な雪

になったようですね。1月26日朝日新聞の天声人語

に『鹿児島市も5年ぶり、奄美大島では115年ぶり、

沖縄本島では観測史上初の記録』と書かれていま

した。

私はパソコンで新聞のコラムを読むのが好きです。

中国新聞は天風録、読売新聞は編集録、毎日は余

禄、産経は産経抄。コラムには世の中の各分野の

出来事が短編に文字にして書かれており、毎日欠

かさずパソコンで読んでいます。

83才になり、ぼちぼち老人の年長組に入るかと思っ

ておりましたら、ある方から老人の年長組は90才

以上だ、80才は年中組である、60、70才は年少組

だと言われました。

皆さんは趣味をお持ちでしょうか。私は川柳です。

16年くらい続いています。俳句は自然を詠みます。

花鳥風月、大自然を詠むのが俳句です。川柳は自

由です。何を読んでも良いです。特に人間を詠む

のだと言われています。川柳には面白味がありま

す。何でも五七五で読めば川柳になるんです。五

七五の17文字で言葉を考えれば川柳です。頭の体

操で脳トレとして毎日取り組んでいます。

今年の年賀状に二句読みました。

『ボス猿の 後ろ姿に 似て来たか』

会員の佐藤さんと土居さんが申年の年男、私は酉

年で来年です。二人をボス猿と連想して考えまし

た。ボス猿とは老骨を差しますが、顔は厳めしい

のですが後姿は優しく、威厳のある容姿はロータ

リアンの姿かと想像し詠みました。

『増えたかな 自問自答の ひとり言』

年を取りますと同級生も少なくなり、話し相手も

あの世へ旅立ちどうしてもひとり言になるという

ことを詠みました。今年の年賀状に二句添えて、

もう一年間頑張ろうと心境を記したわけです。

NHK広島放送局主催で干支川柳を毎年募集されてい

ます。12月25日に締め切りでしたが、24日に投稿

しました。26日の夕方に電話がかかり、あなたの

句を放送する予定だが、どういう心境で詠まれた

のかとNHKから電話がありました。

12月20日に全国高等学校駅伝大会で広島県の世羅

高校が男子女子両チームが優勝した、その快挙を

祝福するために考えたと伝えました。

1月13日平成28年新春「えと川柳」NHK広島「お好

みワイド新春の入選句」で750句集まった中から30

句が選ばれ私の句も放送されました。

『文句なし 決めた連覇は 韋駄天王』

『燃えました 今日のこの時 祈ってた』

健康に留意して家内の介護に毎日頑張っておりま

す。有難うございました。

□日 時 平成28年2月4日

□場 所 大広苑

□出席者 13名

□議 題

①Ｇ9ＩＭの件 承認

日 時 平成28年4月2日(土)

場 所 ホテル大広苑

登録料6,000円（全員登録）

3月31日（木）→4月2日へ振替えます

②ＩＭ増強活動及び実践報告の件 承認

③東ガバナーへの記念品の件 10,000円 承認

④新年互礼会決算の件 承認

⑤新会員推薦の件 承認

⑥挨拶運動実施の件 承認

⑦広島商船高等専門学校留学生卓話の件 承認

⑧2月18日(木)サインメイク実施の件 承認

□日時 平成28年2月4日(木)

□議題 ①次年度委員会構成の件 承認

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか



２月１７日 第２５１１回
４クラブ合同例会 瀬戸田市民会館

□点 鐘

□ソング：国歌・奉仕の理想

□会員数：３５名 □出席者：１９名

□欠席者： ５名 □免除者： ３名

□メイク： ８名 □出席率：８５．２９ ％

□出席者：広島空港ＲＣ １０名

三原ＲＣ ３５名

瀬戸田ＲＣ ６名

竹原ＲＣ ２０名 合計７１名

□プログラム

(例 会 18:00～)

進行：瀬戸田RCSAA 筒井 信

①点 鐘 瀬戸田RC会長 耕三寺孝三

②国歌斉唱

③ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

④参加会員紹介 瀬戸田RC SAA 筒井 信

⑤会長挨拶（会長時間） 各クラブ会長

⑥幹事報告 各クラブ幹事

⑦グループ9ガバナー補佐挨拶 竹原RC 市川重雄

⑧次年度役員紹介 各クラブ次年度幹事

⑨閉会・点鐘 瀬戸田RC会長 耕三寺孝三

(懇 親 会)

進行：瀬戸田RC親睦委員長 筒井 信

①開会挨拶 瀬戸田RC副会長 永井亮三

②乾 杯 ガバナー補佐 市川重雄

③歓 談

④次年度開催クラブ会長挨拶 三原RC次年度会長

⑤ロータリーソング「手に手つないで」

⑥閉会挨拶 瀬戸田RC次年度会長 森本 延

解 散 19:50

クラブ名 会長 副会長 幹事 ＳＡＡ 親睦委員長

三原RC 橘 伸和 三好康荘 金本好男 伊達正治 作田佳史

広島空港RC 松本邦雄 橋濱智美 佐々木正親 鶴田秀樹 橋濱智美

竹原RC 菅 義尚 板場英行 宮本和彦 尾野剛章 佐々木秀明

瀬戸田RC 森本 延 古賀秀彦 筒井 信 耕三寺孝三 永井亮三

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか


